平 成 ２９ 年 度
日

本

協

会 （全国大会）

第８回全国６人制リーグ総合男女優勝大会

地域リーグ

４ 天皇杯・皇后杯全日本選手権大会
都道府県ラウンド
第３回 全日本９人制トップリーグ女子レギュラーラウンド
第６６回黒鷲旗全日本男女選抜大会
第３回 全日本９人制トップリーグ女子レギュラーラウンド

５ ジャパンビーチバレーボールツアー2017

第３回 全日本９人制トップリーグ女子レギュラーラウンド
第３回 全日本９人制トップリーグ女子ファイナルラウンド

近畿ブロック大会

（各地）［4/ ～12/ ］ 近畿９人制総合男女選手権大会
(奈良・桜井他）［4/1・2］
大学春季リ－グ、入替戦
（各地）［4/ ～7/ ］
［4/15～5/28］
（埼玉）［4/29・30 ］
（大阪）［5/2～７］
（大分）［5/5・6 ］
（岐阜）［5/20・21 ］
（各地）［5/ ～10/ ］ 近畿6人制実業団男女リ－グ
（大阪）［5/14］

（神戸）［6/3・4 ］
（広島）［6/17・18 ］

近畿9人制実業団リ－グ女子
（兵庫･神戸）［6/4］
近畿９人制実連杯
男子（兵庫･神戸）［6/18］

６
ママさんブロック審判講習会
（滋賀・草津）［ 6/24 ］
西日本大学男子選手権大会
（兵庫・尼崎）［6/28～7/1］

第６９回全日本実業団９人制女子選手権大会
第７０回全日本実業団９人制男子選手権大会
第３７回全日本クラブカップ９人制女子選手権大会
全国高等学校総合体育大会 男子
全国高等学校総合体育大会 女子
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第４４回全国高等学校定時制・通信制大会
第３７回全日本クラブカップ９人制男子選手権大会
第１６回全日本ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰｼﾞｭﾆｱ男子選手権大会
第３７回全日本小学生大会
第２９回全日本ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰボール大学男女選手権大会
ビーチバレージャパン女子ｼﾞｭﾆｱ選手権大会
8 第３７回全日本クラブカップ６人制女子選手権大会
第３７回全日本クラブカップ６人制男子選手権大会
第３１回ビ－チバレ－ジャパン大会
第８回全国中学生ビーチバレー大会
第２８回全日本ビーチバレー女子選手権大会
第５２回全国高等専門学校体育大会
第４７回全日本中学校選手権大会

第７２回国民体育大会ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技
9 第１７回日本スポーツマスターズ2017
第２０回全国ヤングクラブ優勝大会
天皇杯・皇后杯全日本選手権大会 ブロックラウンド

JBVBT2017ファイナル大阪ｸﾞﾗﾝﾌﾛﾝﾄ大会
第７２回国民体育大会
第２５回全国ソフトバレ－・ｼﾙﾊﾞ-ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
第３回 全日本９人制トップリーグ男子
10 第８回全国ヴィンテージ８’ｓ交流大会
2017/18Ｖ・プレミアリーグ
2017/18Ｖ・チャレンジリーグ
第８６回全日本９人制総合女子選手権大会
第１６回全国社会人西ブロック男女優勝大会
第１６回全国社会人東ブロック男女優勝大会
第６回全国ソフトバレー・スポレクフェスティバル
第１９回全国ソフトバレー・レディースフェスティバル

11 第８７回全日本９人制総合男子選手権大会
第70回ス－パ－カレッジ男子大学選手権大会
第64回ス－パ－カレッジ女子大学選手権大会

天皇杯・皇后杯全日本選手権大会ファイナルラウンド

12
第３１回全国都道府県対抗中学大会
第７０回全日本高等学校選手権大会

近畿6人制クラブ男女選手権大会
（大阪・枚方）［7/2］
近畿9人制実業団リ－グ男子
（埼玉）［7/21～24］
（和歌山・橋本）［7/2］
（埼玉）［7/21～24］ 近畿親善ママさん大会
（長野）［7/27～30］
（京都・向日）［ 7/8 ］
第72回国体ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰ近畿ﾌﾞﾛｯｸ予選
（山形）［7/28～8/1］
(兵庫・明石)［7/9］
（宮城）［7/28～8/1］ 近畿６人制実業団優勝大会（実連杯）
（大阪）［7/16］
関西大学ビーチ選手権大会
（兵庫）［7/15･16］
近畿高校選手権大会
(和歌山市)女子［7/17～20］
男子［7/20～23］
近畿ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰｼﾞｭﾆｱ大会
（大阪・淡輪）［7/27］
近畿エンジョイ（本郷杯）
（兵庫･加古川）［7/29～30］
（神奈川）［8/2～6］ 近畿中学校総合体育大会
（大阪）［8/4～6］
（京都・宇治）［8/5・6］
（箱作）［8/4～7］ 近畿U-14大会
（関東）［8/7～10］
（滋賀）［8/20］
（神奈川）［8/8～10］ 第７２回国体近畿ブロック大会
（愛媛）［8/10～13］
（兵庫・神戸）［8/26・27］
（福岡）［8/10～13］
（和歌山）［8/11～13］
（神奈川）［8/11～13］ 近畿小学生大会
（神奈川）［8/13～14］
(大阪・堺)［8/26･27］
（淡輪）［8/17～20］
（東京）[8/18～19］
（宮崎）［8/22～25］
近畿６人制総合男女選手権大会
（大阪市）［9/2・3］
（愛媛）［9/15～17］ 大学秋季リ－グ、入替戦
（兵庫）［9/16～19］
［9/9～10/29］
（大阪）[9/23～24] 第１８回近畿ママさんいそじ・ことぶき大会
（各地）［9/ ～10/ ］
（兵庫・神戸）［ 9/21 ］
近畿ビーチバレー４人制ミックス
(大阪・淡輪）[9/24]
(大阪）[9/30・10/1]
（愛媛）［10/6～9］ 近畿実業団９人制男子選手権大会
(埼玉) ［10/7～9］
（滋賀・草津）［10/8］
(東京) ［10/7～9］ 全日本選手権近畿ブロックラウンド
（静岡）［10/20～10/22］
女子（滋賀・大津）［10/14］
（全国各地）［ 月～4月］
男子（滋賀・大津）［10/15］
（全国各地）［ 月～3月］ 近畿9人制クラブ男女選手権大会
（京都 ）［10/27～30］
（京都・向日）［10/22］
（岡山）［10/28～30］ 全国6人制リーグ近畿地域リーグ
（大阪）［10/29］
（岐阜）［11/10～12］
（山形）［11/10～12］ 関西大学男女選手権大会
(茨城) ［11/17～19］
［11/18・19］
（大阪 ）［11/24～27］ 近畿選抜ママさん 大会
（東京）［11/27～12/3］
（和歌山・和歌山）［11/23］
（東京）［11/27～12/3］ ソフトバレー近畿ブロックフェスティバル
（奈良・桜井）［1１/26］
近畿中学JOCカップ壮行試合
男子（和歌山市）［12/3］
（東京）［12/ ～ ］
女子（兵庫・神戸）［12/3］
（東京）［12/ ～ ］

程

連

表
ママ連

【第４版 】
クラブ連

大阪府バレ－ボ－ル協会
府学連

高体連

中体連

全国ママさんﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会 優勝大会６男
春季大会一次予選
春季総体
会長杯９人制男女Aクラス
予選会(東淀川他)
（臨海）［4/16］ 大学春季リ－グ・入替戦
男子(各校)［4/16］ （各地区、各校）
' (住友電工）［4/23］
［3/22.23.24］ 優勝大会６男女
［4/15～5/28］
女子(各校)［4/23］
中央大会(東淀川){4/17}
（中央サブ）［4/23］
決勝大会(東淀川){4/28}
審判講習会(春季クラス別) クラブカップ９男
(東淀川他){4/18～5/10}
（住友電工）［5/21］
全日本９実男女選手権
兼全国社会人一次予選
春季クラス別リーグ戦大会 クラブカップ６男
（日立金属）［5/21］
(ｴﾃﾞｨｵﾝｱﾘｰﾅ大阪他)
（なみはやサブ）［5/28］
{5/16～}

全日本小学生大会支部予選
（各支部）［5/6～5/28］
全日本９人制実業団男子・女子選手権
兼全国社会人一次予選
（日立金属）［5/21］
全日本クラブカップ選手権府予選
９男（住友電工）［5/21］
マスターズ大阪男女予選会
(住友電工)[6/3]
国体大阪府予選６人制男女
第1日目（岸和田）［6/4］
第２日目［中央サブ］［6/10］ 会長杯９人制男子Ｂ
全日本クラブカップ選手権府予選
(日立金属）［6/11］
６男（住友電工）［6/１1］
６女（
）［6/ ］ 山中杯６人制
９女（
）［6/ ］ 男子Ａ・B、女子
全国高校総体予選ベスト4リーグ
(日立金属)［6/18］
(岸和田)［6/17・18］
ジャパンレディス府予選
リーグ戦
(教育センター付属)［6/18］ 男子9人制男子1・2部
全日本小学生大会府予選決勝
（住友電工）[6/25]
(臨海)［6/25］
全国ヤングクラブ府予選
（
）［7/2］
天皇杯全日本６人制選手権府予選
(岸和田）［7/8］
大阪高校ビーチバレー兼
全国大会府予選
（淡輪）［7/9］

春季クラス別リーグ戦大会 クラブカップ９女
(ｴﾃﾞｨｵﾝｱﾘｰﾅ大阪他)
（未定）［未定］
{～6/15}
クラブカップ６男
審判講習会
（住友電工）［6/11］
(ママさんガイドライン)
(東淀川他){6/20.21.22} クラブカップ６女
（未定）［未定］

春季大会二次予選
(各校)［6/4・11］
準々決勝
ベスト４リーグ
(岸和田)［6/17・18］

地区選抜

定通大会兼全国予選
（
）［6/

全国ママさん冬季大会
９人制男子１Ｒ２Ｒ
中央大会(東淀川){7/12}
（臨海）［7/16］
決勝大会(東淀川){7/21}
６人制男子１Ｒ２Ｒ
（東淀川）［7/23］

全国ママさん冬季大会決勝
大阪6人制女子オープン
（東淀川）［7/21］
(日立金属)[7/23]
小学生近畿代表決定戦
（交野）［7/23］ リーグ戦
全国社会人西ブロック大会男女二次予選
男子6人制男子1・2部
(住友電工）［7/23］
（日立金属）[7/30]

小学連

ビーチ連

ソフト連

国際試合・Ｖリーグ・全国連盟

］

連盟杯４人制 兼
全国ビーチ大阪予選
大阪高校ビーチ
大阪中学校優勝大会
夏季大会
(淡輪）[7/2]
（淡輪）［7/9］
（各校）［7/16,17,23］
（原池）［7/15］ 大阪高校選手権
（岸和田）［7/25］
（住吉）［7/16］
（淡輪）［7/9］
大阪高校総体
審判・指導者講習
（交野）［7/22］
兼全日本選手権予選
（岸和田）［7/26］
（原池）［7/22］ 連盟杯２人制
予選ラウンド
近畿代表決定戦
(淡輪）[7/16]
（各校）［7/25・26]
（交野）［7/23］
大阪実業団体育協会兼
兼全国レディース予選会
（泉佐野）［7/17］

全国ヤング大阪予選
(
)［7/2］

大阪U１４クラブ男女
（
）［7/30］

審判講習会(選手権大会)
優勝大会９男女
（東淀川他）［8/2.9.10]
（岸和田）［8/20］

第４８回全国家庭婦人
バレーボール大会
（岩手）［8/2～5］

ファミリー＆カップル大会
６人制女子１Ｒ２Ｒ
（中央サブ）［8/6］
（ひまわり）［8/27］
９人制女子１Ｒ２Ｒ
（ひまわり）［8/27］

第6回全日本６人制
実業団選抜男女優勝大会
（舞洲）［8/5～6］
大阪オープン
(淡輪）[8/19･20]

平成29年粟辻典子杯
選手権大会 一次予選
(東淀川他)［8/17～31］
リーグ戦
平成29年粟辻典子杯
６人制男子１Ｒ２Ｒ３Ｒ
大学秋季リ－グ・入替戦
定通制大阪総体
男子9人制男子1・2部
選手権大会 一次予選
（臨海）［9/10］
［9/9～10/29］
兼近畿大会予選
全日本９人制総合選手権予選女子
（日立金属）[9/３]
(中央ﾒｲﾝ他)［9/1～8］
（
）［
］
(パナソニックＥＳ）［9/10］ 男子9人制男子3部
二次予選
全日本９人制総合選手権予選男子
（日立金属）[9/10]
(ｴﾃﾞｨｵﾝｱﾘｰﾅ大阪第2他)
(住友電工）［9/24］ 実業団男女選手権6人制
［9/13～22］
（住友電工）[9/17]

小学生秋季大会
［10/7～10/29］

全日本高校選手権予選
（八尾）［11/4]
藤原慎一杯大阪府学生男女選手権大会

（
）［11/11・12］
小学生近畿大会代表決定戦
（美原）［11/23］

（

）［

/

全国６人制リーグ男子西部大会
決勝リーグ
（ ）［11/ ～

近畿中学生選抜優勝大会
（大阪市）［3/27･28］

平成２９年４月８日 現在

ヤングクラブ連

全日本小学生大会
４人制連盟・BTOC共催大会 全国スポレク、ねんりんの部
支部予選
（淡輪）[5/14] 大阪府予選会
（各支部会場）
（武田薬品）[5/14]
［5/6～5/28］

］

］

バレーボール講習会
リーグ戦
(ｴﾃﾞｨｵﾝｱﾘｰﾅ第2){10/1}
男子9人制男子3部
平成29年粟辻典子杯
（日立金属）[10/15]
選手権大会 決勝大会
本郷杯シニア
（ｴﾃﾞｨｵﾝｱﾘｰﾅ大阪第1）
優勝大会（混合）
［10/5]
(住友電工）［10/21］ 審判講習会(秋季クラス別)
実業団男女選手権9人制
（東淀川他）［10/11～25]
(住友電工）[10/22] 秋季クラス別リーグ戦大会
（中央メイン他）［10/30.31]
リーグ戦
秋季クラス別リーグ戦大会
男子6人制男子1・2部
（東淀川他）［11/1～30]
（住友電工）[11/5] ファミリー＆カップル大会
(ｴﾃﾞｨｵﾝｱﾘｰﾅ第2)［11/3]
府民ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ
ﾚﾃﾞｨｰｽﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会
(ｴﾃﾞｨｵﾝｱﾘｰﾅ第2)［11/25]
審判講習会(初心者)
（中央サブ他）［12/5.6]

６人制男子１Ｒ２Ｒ
（臨海）［10/8］
９人制男子１Ｒ２Ｒ
（未定）［未定］

京阪地区大会
４人制オープン 兼
(ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｱﾘｰﾅ)[9/3］
近畿ビーチ大阪予選
(淡輪）[9/3]
ドリームマッチ女子
(桜ノ宮）[9/9]
近畿ビーチ４人制ミックス
(淡輪）[9/24]

ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｽﾞｶｯﾌﾟ
男子2017
（中央）［9/15～17］

秋季総体
（各校）［10/1］ 秋季大会支部予選
（守口）[10/8］
(各支部会場)
[10/7～10/29]

大阪高校総体
兼全日本選手権予選
決勝ラウンド
（各校）［10/29]
鳴川杯６男
藤原慎一杯大阪府学生男女 大阪高校総体
秋季大会府大会
（東淀川）［11/5］
選手権大会 兼全日本選手権予選
(臨海）[11/12]
［11/11・12］
代表決定戦
(交野）[11/12]
６人制女子１Ｒ２Ｒ
(八尾)［11/4］
近畿代表決定戦
（住友電工）［11/19］
新人大会一次予選
（美原）[11/23]
女子(各校)［11/19］
男子(各校)［11/23］
鳴川杯６男
大阪府学生6人制身長制
2年生強化練習会
（岸和田）［12/3］
優勝大会
審判講習
鳴川杯６女
［12/9・10］
（守口）［12/9］
教室親善交流会
（岸和田）［12/3］
（中央サブ）［12/7] 鳴川杯９男
（ひまわり）［12/10］
鳴川杯９女
（ひまわり）［12/10］
審判講義講習会
新人大会二次予選
南大阪大会
（中央会議室）［1/17]
(各校)［1/21･28］
（住吉）［1/7］
審判講習会(ガイドライン)
北大阪大会
（東淀川）［1/24.30]
（各校）［1/20～28］
審判講習会(ガイドライン)
新人大会二次予選
新人大会
（東淀川）［2/9.15.26]
準決勝・決勝
（各校）［1/28,2/4,11,18］
チーム指導講習会
(舞洲)［2/3］
（交野）［2/24］
（ｴﾃﾞｨｵﾝｱﾘｰﾅ第2）{2/12}
バッジテスト
（中央サブ）［2/21]
（中央・大正ＳＣ）{3/9～11}
審判講習会(ガイドライン)
（中央サブ）［3/22.26]

【AVC】ビーチバレー
アジアツアー
（ｸﾞﾗﾝﾌﾛﾝﾄ）［10/6～10/9］
第２回全国おふく大会
（宮崎）［10/18～20］

モッピー交流大会
(岸和田)［10/１］

９人制女子１Ｒ２Ｒ
（住友電工）［10/29］

プレミアリーグ男子
（中央）［10/28・29］

府民中央大会
(なみはや）[11/26]
エイジフェスティバル兼
全国フリー予選会
（武田薬品）[12/３]

第２２回全国家庭婦人
バレーボールことぶき大会
（山口）［11/4～6］
第７回全国ママさん
バレーボール冬季大会
（鳥取）［12/1～4］
第32回実業団9人制櫻田記念

（函館）［12/16～17］

プレミアリーグ男子
（ﾊﾟﾅｱﾘｰﾅ）［
（金岡）［

/
/

］
］

会長杯大会兼
府民スポレク
（豊中・庄内）[1/2１]

プレミアリーグ女子
（中央）［１/27・28］

プレミアリーグ男子
ファイナル6
（中央）［2/24・25］

第２９回全国家庭婦人いそじ大会

3

市町村連合

会長杯大阪オープン
(教育センター付属） 伝達講習会
[4/9]
（武田薬品）[4/9]
リーダー資格講習会
（武田薬品）[4/30]

全日本小学生大会
４人制オープン
府予選
(淡輪）[6/4]
(臨海)［6/4］ 国体ビーチ府予選
(交野)［6/17］
(教育センター付属）
(臨海)［6/28］
[6/11]
ジャパン・レディース府予選
(教育センター付属）
[6/18]
高校実技講習会
(淡輪）[6/25] 全国シルバー、フリーの部
大阪府予選会
（武田薬品）[6/18]

(はびきの)［6/25］
ビーチ講習会
（淡輪）［6/25］

全国ママさん冬季大会
予選会(ｴﾃﾞｨｵﾝｱﾘｰﾅ他)
［6/23.28.29.30］

審判講習会(選手権大会)
６人制男子１Ｒ２Ｒ３Ｒ
（東淀川他）［7/20.27.28]
（岸和田）［7/30］

小学生夏季大会
（原池 他）［7/15～22］

大阪高校新人大会
（各校、舞洲）［1/21～2/3］
大阪中学生新人大会
（各校、交野）［1/28～2/24］
（東京）［2/16～18］

日
実

全国ママさん大会予選
決勝
(東淀川)［4/28]

新春役員対抗戦

（東京）［1/4～8］

第７回全国６人制リーグ総合男女優勝大会
東西決勝リーグ
第２回ソフトバレー・フリーフェスティバル

技

大阪市長杯男子・女子
(中央サブ)［12/4］
大阪府学生身長制優勝大会
（
）［12/9・10］
大阪府公立高校大会
近畿小学生選手権大会
（各校）［12/16・17］
(大阪)［12/25～28］
（京都・亀岡）［12/23］
（岸和田）［12/.23］

1

2

競

大 阪 協 会

第1回レディース＆メンズ祭り

（武田薬品）[3/11]

大阪府ヤングクラブ大会
第２９回全国家庭婦人
（守口）[3/18]
バレーボールいそじ大会
（中央・大正）［3/9～11］

